
婦人靴・ハンドバッグ各種

素材・サイズ各種

婦人靴・ハンドバッグ各種

素材・サイズ各種

〈ヴィットリオ〉
親子バッグ【20点限り】

リバーシブル
カジュアル
親子バッグ
【20点限り】

人気の親子バッグ特集 パンプス・カジュアルシューズ各種

①Ptダイヤモンドリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231,000円
Ｄ＝計0.34ｃｔ、鑑別書付
②K18WGダイヤモンドペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330,000円
Ｄ＝計0.33ｃｔ、鑑別書付、チェーン長さ42㎝
※写真の品はともに現品限りです。

K18PG
ダイヤモンドペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・1,100,000円
中石Ｄ＝1.16ｃｔ、脇石Ｄ＝計0.51ｃｔ、
FB、SⅠ2、チェーン長さ42㎝
※写真の品は現品限りです。

rPtタンザナイトペンダント・・・・・990,000円
Ｔ＝5.68ｃｔ、チェーン長さ42㎝、鑑別書付
※写真の品は現品限りです。

e①Ｐｔグランディディエライトリング 286,000円 
Ｇ＝0.11ｃｔ、鑑別書付 ※写真の品は現品限りです。

②Ｐｔパライバトルマリンリング・・・・・・・・・550,000円 
TR＝計0.77ｃｔ、鑑別書付

①Ｐｔパライバトルマリン
ピアス・・・・・・・・・220,000円 
TR＝計0.28ｃｔ、鑑別書付
②Ｐｔピンクダイヤモンド
ペンダント・・・・220,000円
Ｄ＝計0.14ｃｔ、鑑別書付、チェーン長さ42㎝
※写真の品はともに現品限りです。

e①K18PGダイヤモンドペンダント・・・・・・・297,000円
Ｄ＝計0.50ｃｔ、鑑別書付、チェーン長さ42㎝

②K18WG/K18PGダイヤモンドリング・・・297,000円
Ｄ＝計0.50ｃｔ、鑑別書付　　　　 　 ※写真の品はともに現品限りです。

rアコヤパールネックレス・イヤリングセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2セット限り】308,000円
Ｎ：8.0～8.5㎜、長さ約42㎝、Ｅ：K18WG、8.1㎜、鑑別書付
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冬の婦人靴＆ハンドバッグセール
●1月15日（水）～20日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時

「星ヶ丘三越」をお気に入り店舗に登録してお買得情報をゲット！
ダウンロードはこちら

ホシミツ 三越STOREアプリ ホシミツ最新情報は
ホームページをCHECK!
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka ID:＠hoshimitsu

星ヶ丘三越
LINE公式アカウントお得なクーポン、

最新情報をゲット！
お得なクーポン・
最新情報をお届け！

ジュエリー特別販売会同 時 開 催

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2020  1 / 15 水

華やかに煌めくダイヤモンドをはじめ、カラーストーン、
パールなど高品質ジュエリーの数々を特別価格でお届けします。

今冬のバッグ＆シュー
ズを

　お買得均一価格で

　　取り揃えました
。

qプライマリー
ウオーキング®
インソール各種
・・・・・・・・・・・・・・25,300円 
素材各種

ウオーキングやスポーツにも
おすすめのインソールをご紹介します。

足圧バランス測定会 ＆ インソール販売会

EVENT

q〈スピーディーダック〉
シューズ各種
【100点限り】

・・・・・各3,850円
素材各種

1月15日（水）オープニングサービス

牛革ハンドバッグ各種
【20点限り】

アニマル柄バッグ各種
【15点限り】

ブラックフォーマル
バッグ各種【20点限り】

〈サボイ〉
バッグ・財布
各種
【100点限り】

内ボアショートブーツ各種【50点限り】

カジュアルシューズ各種
【50点限り】



星ヶ丘三越限定   セレモニースタイルフェア   エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーン
●好評開催中! 3月31日（火）まで ●2階・3階・4階・5階・6階 婦人服・こども服・紳士服対象ショップ
上記期間中、星ヶ丘三越の対象ショップにて「エムアイカード」のご利用で婦人服・こども服・紳士服のセレモニースタイル
（卒園・卒業・入学式用の商品）を15,000円（税込）以上お買いあげの方にもれなく、ボーナスポイントを500ポイント進呈いたします。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。 Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
© 2020 ISETAN MITSUKOSHI

セレモニースタイルフェア

生鮮＆グローサリー

※写真はイメージです。

売りつくしセール食品ギフト
　セット

同 時 開 催

e〈柿安精肉店〉
国産黒毛和牛モモすき焼き用【各日30kg限り】
・・・・・・・・・100gあたり 1,080円　■地下1階 柿安精肉

e〈宮田精肉店〉国産黒毛和牛 切り落とし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30kg限り】300g 980円 
100gあたり約327円　■地下1階 宮田精肉店

e〈魚忠 魚河岸寿司〉
ぶり入り握り寿司盛合せ【各日50折限り】
・・・・・・・・・・・1折 1,080円　■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

e〈大彦〉長崎県産静岡加工真あじ開き
【各日200枚限り】5枚入 1,080円　■地下1階 大彦

星ヶ丘三越名物

お買得ワイン 
●地下1階フードコレクション

人気ワンコイン弁当

e金賞受賞ボルドー赤6本セット
・・・・【150セット限り】5,500円 フランス、各750ｍｌ、赤×6

w〈北野エース〉
ＱＢＢミックスナッツ
ファミリー缶【100個限り】
・・・・・・・・・・・・・1個 1,080円 
■地下1階 三越＋北野エース

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

●ヨーロッパ オーガニック認証 
泡・白・赤6本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・【100セット限り】5,500円 
原産国各種、各750ｍｌ、泡×1、白×2、赤×3

海老（3尾）にいんげん（2本）、
さつまいもなど6種の天ぷらが入った天丼です。

w〈ハゲ天〉
ワンコイン天丼
【各日50折限り】
・・・・・・・・・・・・1折 501円　
■地下1階 ハゲ天

海老、玉子焼き、カニ風味蒲鉾の入った色鮮やかな
ちらし寿司です。
q〈古市庵〉
えびちらし
【各日50折限り】
・・・・・1折 501円　
■地下1階 古市庵

生活応援セール
●地下1階フードコレクション

お買得セール同時開催!
●1月15日（水）～ 21日（火） 

q〈尾張松風屋〉
お好み味煎
・・・【400袋限り】1袋 540円
■地下1階 フードコレクション

e〈長崎 松井老舗〉五三焼 
長崎豊潤カステーラ（切り落し）
・・・・【500袋限り】600g 1,101円
■地下1階 特設会場

※写真はイメージです。材料にこだわり、
職人が五三の技で焼き上げた、
しっとりもっちりしたカステラです。

えび・かに・わさび・
紅芋など11種類の
煎餅を贅沢に
詰合せしました。

●〈オーエスケー〉
大分県産
はねだし椎茸
・・・・・150g 1,080円
●〈宇野フーズ〉
北海道日高産天然日高昆布切り出し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180g 864円
●〈にんべん〉つゆの素・・・1000ml 540円
●紀州南高梅つぶれ梅
（はちみつ・うす塩味）・・・・・・・・・・・・400g 1,080円
●富山黒部米コシヒカリ・・5kg 2,160円
●〈山形屋海苔店〉
山形屋の味付海苔・・8切144枚 1,080円

［ほんの一例］

q〈盛田〉
超特選むらさき
【800本限り】
1,000ml 324円 
■地下1階 
三越＋北野エース

e〈SSK〉シェフズ リザーブ 
レンジでおいしいごちそうスープ
【80セット限り】
・・・・・・・・・・・・・・・6種入り1セット 1,080円 
■地下1階 三越＋北野エース

〈グッピプラス〉〈プラスステラ〉
期間限定販売
●1月15日（水）～21日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈ビトーンズ〉期間限定販売
●1月15日（水）～2月14日（金）
●6階 ニューズスクエア 肌着・ナイティ・靴下

～染と織のある暮らし～
〈サワディー〉梅春の新作特集
●1月15日（水）～21日（火）
●7階リビングステージ

三越特選ひな人形販売会
●好評開催中! 2月18日（火）まで
●5階イベントスペース

豊富なカラーバリエーションが魅力の
〈グッピプラス〉に、新ブランド〈プラスステラ〉が
仲間入り。多彩にアイテムをご用意しました。
q①〈グッピプラス〉
チャーム・・・3,190円 フォックス
②〈プラスステラ〉
ショルダー付
トートバッグ
・・・・・・4,290円 
合成皮革、
W27×H19×D12cm ポップでキュートなデザインのほか、

シームレスで伸縮性にも優れています。
バレンタインギフトにも好適です。
e〈ビトーンズ〉ボクサーパンツ・・・・・・・各 2,090円 
ポリエステル・その他繊維、フリーサイズ（M～Lサイズ対応）

e優香作・衣裳着 親王飾りセット・・・220,000円 
間口65×奥行38×高さ34cm　
※数に限りがございます。

※写真は
　イメージです。

今すぐ活躍する春色、
冬素材のアイテムを
ご紹介いたします。
q〈サワディー〉
ブラウス・・・・・・・8,580円
ブラウス・・・・29,480円 
パンツ・・・・・・・23,980円 
ストール・・・・・16,280円 
花ブローチ・・・1,980円  
いずれも綿100％、サイズ各種

※写真の品は
　すべて現品限りです。

PRESENT
期間中、税込5,500円以上お買いあげの方、
先着200名さまに「オリジナルチャーム」をプレゼント。
税込11,000円以上お買いあげの方、先着100名さまには、
さらに「オリジナルポーチ」をプレゼントいたします。

アーリースプリングコスメティックフェスタ
●1月15日（水）～28日（火） ●1階コスメティックサロン・2階コスメティックガーデン

メイクの上からひと吹きできる高保湿ミストです。
←〈ファンケル〉モイストリフレッシュミスト・・・1,980円
※ショップ店頭にて1/16（木）から「春めき肌カウンセリングフェア」
　を開催。お気軽にご参加ください。
■1階 ファンケル

1月16日（木）新発売

←〈クレ・ド・ポー ボーテ〉
①ルージュアレーブル カシミア103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円
②ブリアンアレーブルエクラ103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,400円
③ルージュリキッドルミヌ ブリアン103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
④ルージュルミヌ103・・・・・・・・・5,500円
■1階 クレ・ド・ポー ボーテ

自信の赤「レジェンドカラー」誕生。
4つの質感で個性的に。
発色の違いをお楽しみください。
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●1月15日（水）～28日（火） ●4階フォーマルサロン
光沢感のあるシャンタン素材に刺繍を施した、
エレガントなジャケットと上身頃にレースを使用した
ワンピースとのコーディネートです。セレモニーだけでなく、
ブライダルやパーティーシーンにも着用できるスタイルです。
←〈イギン ジブリーヌ〉
ジャケット・・・・・・・・・・・80,300円 ポリエステル100％、9～13号
ワンピース・・・・・・・・・・69,300円 ポリエステル100％、9～13号
ネックレス・・・・・・・・・・・13,200円 素材各種、約42cm
コサージュ・・・・・・・・・・・・6,050円 素材各種
衿のギャザーフリルにラフ感が出るよう、ざっくりと織られた
糸を使用し、こなれ感を演出した大人スタイルです。
セレモニーブラックとしても着用できます。
→〈ニナ リッチ〉
アンサンブル・・・・・・・・・121,000円 トリアセテート・その他繊維、7～13号
ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・15,400円 素材各種、37cm
コサージュ・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円 素材各種

透明感と肌の一体感を象徴する
メイク効果とトリートメント効果を
併せ持ったリップオイルです。
↑〈コスメデコルテ〉
リップオイル・・・・・各 2,970円 全5色
メイクアップアーティスト来店
●1月25日（土）・26日（日）
　各日午前10時30分～午後6時30分
リップオイル×ルージュの組み合わせでなりたい
印象をかなえるアドバイス会を開催いたします。
ご予約・お問合せ TEL/052-783-1676
■1階 コスメデコルテ

1月16日（木）から数量限定販売

1月21日（火）新発売

半期に一度! 人気の
食品ギフトセットが

勢揃い!!

ビールセット各種も
販売いたします!!

●1月15日（水）～ 21日（火） ●地下1階食品フロア・フードコレクション
※準備数量に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。


